
かるかる 4月号の《念校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

3月18日（木）PM までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※3月16日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

4 月

1 2021.  Aprilかるかる

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
第16回子どもデジタル・デザインコンテスト
絵画（パソコン） 3/31㈬～4/6㈫ 無　料 （一社）福岡県情報サービス産業協会

092（832）1344
日曜写真クラブ作品展
写真 4/21㈬～27㈫ 無　料 日曜写真クラブ

090（1169）8720
カトレア画会作品展
水彩 4/28㈬～5/4㈫・㈷ 無　料 カトレア画会

093（561）9582

小倉北区室町1-1-1-11リバーウォーク北九州5Ｆ　 093（562）2520
10:00～18:00※催し初日は準備が終わり次第開場、最終日は16:00まで

「小倉駅」徒歩10分　 「西小倉駅」徒歩3分　 年末年始

北九州芸術劇場 
市民ギャラリー 

イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

第59回北九州芸術祭　クラシックコンクール　オーディション 4/4㈰ 9:30
無　料

※対象：小学生以上
※全席自由

北九州音楽文化連盟事務局
093（601）1407【橋本】

ウイッチ&くるっと・コール演奏会2021
武満 徹　「小さな空」「死んだ男の残したものは」　ほか 4/10㈯ 14:00 一般 ￥1000

※全席自由
ウイッチ&くるっと・コール
090（9493）2249【竹澤】

夏川りみ　コンサートツアー 2021～あかり～ 4/11㈰
14:30 一般 ￥6800

小中学生（要証明） ￥2000
※全席指定

LAND
092（710）6120【霜上】17:30

第46回 北九州新人演奏会 4/18㈰ 14:00 一般 ￥1000
※全席自由

北九州音楽協会
093（881）0255【山廣】

北九州メモリアル女声合唱団　第21回定期演奏会
「星影のエール」「いのちの理由」　歌い続けたい名曲集より　ほか 4/25㈰ 14:00

無　料
（要整理券）

※対象：小学生以上
※全席自由

北九州メモリアル女声合唱団
093（371）3742【持橋】

八幡東区平野1-1-1　 093（662）4010　 「八幡駅」徒歩15分　 「八幡駅入口第一」徒歩10分 
「国際村交流センター」徒歩3分　 年末年始、隔月1回（不定休）　 240台（有料）北九州市立響ホール 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
2
階
展
示
室

北九州市を掘る（97）　埋蔵文化財速報展
「津田神社遺跡に暮らした人々−小倉南区津田神社遺跡第3地点の調査から−」 12/22㈫～4/18㈰ 無　料 （公財）北九州市芸術文化振興財団

埋蔵文化財調査室
093（582）0941北九州市を掘る（98）　埋蔵文化財速報展

「鎌倉武士の館−道屋敷遺跡第4地点の調査から−」 4/20㈫～8/22㈰ 無　料

小倉北区金田町1-1-3　 093（592）3196　 9:00～17:00（入館は閉館30分前まで）　 「西小倉駅」徒歩15分　
「ソレイユホール・ムーブ前」徒歩4分、「金田」徒歩8分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始北九州市立埋蔵文化財センター 

小倉北区室町1-1-1-11リバーウォーク北九州6Ｆ　 093（562）2655　 公演によって異なります
「西小倉駅」徒歩3分　 「室町・リバーウォーク」徒歩1分　 年末年始北九州芸術劇場 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

北九州市ジュニアオーケストラ第23回チャリティースプリングコンサート 4/4㈰ 15:00
14:15開場

無　料
（要整理券）

※全席自由
※小さなお子様も座席使用の

場合は整理券が必要

北九州市ジュニアオーケストラ事務局
093（583）5282

めぐみバレエアート25周年記念発表会 4/11㈰　14:00 無　料
※全席自由

めぐみバレエアート
093（551）6780

第59回北九州芸術祭バレエフェスティバル 4/25㈰　16:00 ￥2000
※全席自由

北九州バレエ協会事務局
093（882）7598

「東アジア文化都市北九州2020▶21」指定記念第59回北九州芸術祭
北九州市小倉少年少女合唱団第54回定期演奏会 4/29㈭・㈷ 15:00 ￥1000

※全席自由
北九州市小倉少年少女合唱団

090（5727）2087【坂場】

中
劇
場

第13回建林悠子バレエスタジオ発表会 4/3㈯　 17:00 ￥3000
※全席指定

建林悠子バレエスタジオ
090（2855）9631

イデビアン・クルー新作公演「義務」
世界各国で活躍するダンスカンパニー、8年ぶりの北九州公演！ 4/9㈮　 19:00

一般 ￥4000
ユース（24歳以下） ￥2500

高校生〔的〕チケット ￥1500
※対象：小学生以上
※全席指定

北九州芸術劇場
093（562）2655

チャンチャン劇団第28回定期公演
「うっかりお節ちゃん　雨のち月夜」 4/25㈰　14:00 中学生～大人 ￥1500

小学生以下 ￥1000
NPO法人ChanChan夢企画

090（2718）0445【神田】

小
劇
場

劇団言魂第7回公演／「劇トツ×20分2019」優勝劇団公演
劇団言魂「こえの聴こえる」
北九州で生まれた若手劇団、初の小劇場公演！

4/24㈯
13:00 一般 ￥2000

高校生〔的〕チケット ￥1000

※対象：小学生以上
※当日￥500増　※全席自由

劇団言魂
050（6874）668819:00

25㈰ 13:00

木下昌子マリンバリサイタルvol.3 4/30㈮　19:00
一般 ￥2000

大学生以下 ￥1000
※当日￥500増
※全席自由

木下昌子
090（8403）3240



かるかる 4月号の《再校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

3月15日（月）12:00 までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

3月15日（月）12:00 までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※3月16日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

障害者手帳減免があります

4 月

2

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

茶の湯の美 障
九州ゆかりのやきものを中心に、茶の湯の世界をお楽しみいただきます

1/8㈮～6/6㈰
会期延長

一般 ￥500
高・大学生 ￥300

※中学生以下無料（保護者同伴）

出光美術館（門司）
093（332）0251

門司区東港町2-3　 093（332）0251　 10:00～17:00（入館は閉館30分前まで）　 「門司港駅」徒歩8分　
「門司IC」約10分　 月曜日（ただし月曜日が祝日および振替休日の場合は開館）、展示替期間、年末年始出光美術館（門司） 門司

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
1
階
多
目
的

ホ
ー
ル

香川大介展覧会「海峡わたる森」
福津市出身の画家によるインスタレーション。舟や鳥をテーマに「絵の森」を表現します 4/24㈯～5/9㈰ 無　料

※会期中は公開制作もあり
関門海峡ミュージアム

093（331）6700

門
司
港

レ
ト
ロ
全
域

門司港さんぽスタンプラリー
各施設でスタンプを集めながら門司港レトロを散策しよう！（参加特典や景品あり）

4/29㈭・㈷
～5/30㈰
期間中の
土日祝開催

10:00～
16:00 無　料 門司港レトロ総合インフォメーション

093（321）4151

門司区西海岸1-3-3　 093（331）6700　 10:00～17:00（当面の間、時短営業）　
「門司港駅」徒歩5分　 年５回関門海峡ミュージアム 門司

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
企画展「時代劇映画ポスター展」
臨時休館中のリクエスト企画。1950年代から近年までのポスター約80点を展示 1/14㈭～4/4㈰ 無　料 松永文庫

093（331）8013企画展「北九州映画紀行　郷土ゆかりの映画人」
「郷土ゆかりの映画人」をテーマに、ポスターなどの映画資料約160点を展示 4/7㈬～7/4㈰ 無　料

門司区西海岸1-3-5（旧大連航路上屋1F）　 093（331）8013　 10:00～17:00（当面の間、時短営業、状況により変更あり）　
「門司港駅」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、展示替期間、年末年始松永文庫 門司

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

到津の森ちょこっと特派員 写真展
2・3月に募集した「到津の森ちょこっと特派員」の写真展 4/17㈯～5/14㈮

無　料
※別途入園料が必要
※5/3㈪・㈷～5㈬・㈷は19:00

まで

到津の森公園
093（651）1895

小倉北区上到津4-1-8　 093（651）1895　 9:00～17:00
「到津の森公園前」徒歩1分　 年末年始到津の森公園 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先
ホ
ー
ル

令和三年　勢徳雅の会　日本舞踊 藤間流 お浚（さら）い会
日本舞踊 4/4㈰ 12:30 無　料 093（961）8068【吉井】

小倉北区大手町11-4　 093（583）3939　 9:30～21:30　 「西小倉駅」徒歩15分　
「ソレイユホール・ムーブ前」徒歩1分　 所内整理日（毎月最終木曜日及び年4回の第2木曜日）、年末年始　 有料北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州5Ｆ　 093（562）3215　 10:00～18:00（入館は閉館30分前まで）
「西小倉駅」徒歩5分、「小倉駅」徒歩10分　 「室町・リバーウォーク前」徒歩1分　 年末年始および館内整理日　 有料北九州市立美術館分館 

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

画家たちの自画像　藤田嗣治から草間彌生まで 障
画家の自画像から、巨匠たちの心の内や制作の秘密に迫る 4/24㈯～6/6㈰

一般 ￥1000
高大生 ￥ 800
小中生 ￥ 600

※20名以上の団体料金
　一般 ￥800　高大生 ￥600
　小中生 ￥400

北九州市立美術館分館
093（562）3215

小倉北区浅野2-14-5（あるあるCity5F・6F）　 093（512）5077　 11:00～19:00(入館は閉館の30分前まで)
「小倉駅」徒歩2分　 火曜日（ただし火曜日が祝日の場合は開館し翌日休館、3/30、4/6は特別開館）、年末年始北九州市漫画ミュージアム 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

企
画
展
示
室

デビュー50周年記念　諸星大二郎展　異界への扉 障
漫画家・諸星大二郎のデビュー50周年を記念した展覧会。読む者を「異界」へと導く魅力へと迫る 3/20㈯・㈷～5/23㈰

一般 ￥1000
中高生 ￥ 500
小学生 ￥ 300

[常設展セット券]
一般 ￥1300　中高生 ￥650　
小学生 ￥400

北九州市漫画ミュージアム
093（512）5077

常
設
展
示
室

あ
し
た
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

収蔵作品展　畑中純～原風景～ 障
北九州ゆかりの漫画家・版画家である畑中純の原画を新たに収蔵するにあたり、約50点を展示 3/27㈯～7/18㈰

常設展入場料が必要
一般 ￥480

中高生 ￥240
小学生 ￥120



かるかる 4月号の《責了》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

3月18日（木）PM までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※3月16日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

4 月

3 2021.  Aprilかるかる

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

小倉北区大手町12-3　 093（592）5405　 公演によって異なります　 「小倉駅」徒歩30分　
「西小倉駅」徒歩15分　 「ソレイユホール・ムーブ前」徒歩1分　 年末年始、毎月1回（不定休）　 80台（有料）北九州ソレイユホール 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

フジコ・ヘミング　ピアノソロコンサート 4/16㈮　18:30

SS席 ￥12000　S席 ￥9500
 A席 ￥ 7500　B席 ￥5500

学生席 ￥3000
※学生席は席種問わず、残席があ

る場合、当日のみ取り扱い
※対象：小学生以上　※全席指定

北九州ソレイユホール
093（592）5405

北九州交響楽団　第125回定期演奏会 4/18㈰　15:00 ￥1300
※当日￥200増　※全席自由

北九州交響楽団事務局
（ディーキューブギャラリー内）

093（533）3456

ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー‼」

4/23㈮ 19:00

￥9000

※全席指定

ネルケプランニング
03（3715）562424㈯

13:00

18:00

小倉北区城内1-2　 093（582）2747　 9:00～18:00（4月～10月）入館は閉館の30分前まで
「小倉駅」徒歩15分、「西小倉駅」徒歩10分　北九州市立小倉城庭園 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
企
画
展
示
室

門司ヶ関人形～受け継がれる北九州の郷土玩具～ 障
北九州の郷土玩具のひとつである門司ヶ関人形の魅力を紹介します 4/28㈬～6/20㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

小倉城庭園
093（582）2747

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

児
童
劇
場

こどもシアター
子ども向けアニメの上映 「ムーミン谷の春」「ぶんぶくちゃがま」ほか 4/11㈰ 14:00

無　料
※未就学児は保護者同伴
※定員先着40名、4/3㈯から

電話受付開始 北九州市立こども文化会館
093（592）4152

おはなしワールド
読み聞かせ、紙芝居、布絵本など　出演：ブックネットワーク北九州 4/24㈯ 14:00

無　料
※未就学児は保護者同伴
※定員先着40名、4/3㈯から

電話受付開始

小倉北区下到津4-3-2　 093（592）4152　 9:00～17:00　
「小倉北特別支援学校」徒歩1分、「下到津」徒歩5分　

月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始　 20台北九州市立こども文化会館（併設到津市民センター） 

小倉北区城内2-1　 093（561）1210　 9:00～18:00（4月～10月）入館は閉館の30分前まで
「小倉駅」徒歩15分、「西小倉駅」徒歩10分　小倉城 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

小
倉
城

天
守
閣
４
階

心輝書道会二十周年書作展「笑う門には福来たる」 障
心輝書道会が主催する書道展です 3/24㈬～4/18㈰

一般 ￥350
中高生 ￥200
小学生 ￥100

小倉城
093（561）1210

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
新
館
7
階

大
画
廊

・
小
画
廊 中村信喬　人形展 4/14㈬～20㈫ 無　料

小倉井筒屋　画廊
093（522）2521

新
館
7
階
大
画
廊

～遊牧民の絨毯～　キリム＆ギャッペ 3/31㈬～4/6㈫ 無　料

フランス絵画のルーツ　ミレー、ルノワールからユトリロへ 4/7㈬～13㈫ 無　料

小暮真望　版画展 4/21㈬～27㈫ 無　料

備前　伊勢崎 紳　茶陶展 4/28㈬～5/4㈫・㈷ 無　料

新
館
7
階
小
画
廊

木下栄司　作陶展　日本工芸会会員 3/31㈬～4/6㈫ 無　料

湯布院SORA　肥後博己・仁美　作陶展 4/7㈬～13㈫ 無　料

山中三平　創作こけし展 4/21㈬～27㈫ 無　料

石井清子　日本画展 4/28㈬～5/4㈫・㈷ 無　料

小倉北区船場町1-1　 093（522）3111㈹　 10:00～19:00（金曜日・土曜日は20:00まで）※各最終日は16:00に閉場
「小倉駅」徒歩7分　 不定休、1/1小倉井筒屋 



かるかる 4月号の《再校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

3月15日（月）12:00 までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

3月15日（月）12:00 までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※3月16日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

障害者手帳減免があります

4 月

4

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

く
つ
ろ
ぎ

ホ
ー
ル

いきものトーク
水環境館スタッフが河川観察窓前で生き物のお話をします 4/4㈰ 13:00～

14:00 無　料 水環境館
093（551）3011おとぎぞうしの会

ボランティアグループ「おとぎぞうし」による朗読劇「恩讐の彼方に」 4/11㈰ 13:00～
14:30 無　料

小倉北区船場町1-2　 093（551）3011　 10:00～19:00　 「小倉駅」徒歩10分、「西小倉駅」徒歩10分　
「勝山橋」徒歩1分、「魚町」徒歩3分　 火曜日（ただし夏休み、冬休み、春休み期間中は開館）、年末年始水環境館 

小倉北区大門1-6-43　 093（571）2735　 9:00～22:00　 「西小倉駅」徒歩10分　
「小倉北警察署前」徒歩1分、「小倉城松本清張記念館前」徒歩2分　 年末年始北九州市立生涯学習総合センター 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
ま
い
な
び

ギ
ャ
ラ
リ
ー

青空写真同好会
テーマは自由、花・鳥・風景等の写真パネルを展示 4/16㈮～30㈮ 無　料 093（231）5107【浜田】

■�若松市民会館改修工事のお知らせ�
若松市民会館は令和３年４月から令和４年３月の間、全面休館し大規模改修工事を実施いたします。 
令和4年4月からご利用の予約受付はJR若松駅舎内仮事務所（若松区白山1-433-6）にて行います。〈若松市民会館　TEL093（771）8131〉

若松区本町3-13-1　 093（771）8131　 9:00～22:00　 「若松駅」徒歩1分　
「大橋通り」「若松駅」「若松市民会館前」徒歩2分　 年末年始　 110台（共用）　若松市民会館 

小倉南区若園5-1-5　 093（931）1286　 9:00～22:00　 「小倉南区役所」徒歩1分、「企救中学校前」徒歩2分
（モノレール）「北方駅」徒歩12分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始小倉南生涯学習センター 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

つくし会　ピアノ発表会 4/18㈰ 14:00 無　料 つくし会
093（921）0645

第59回 北九州芸術祭 吟詠剣詩舞大会 4/25㈰ 10:00 無　料 北九州吟剣詩舞アカデミー
090（9729）6944【岡本】

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

ジュリアン・サルメント展　
ポルトガルを拠点に国際的に活動するアーティストの新作発表 2/15㈪～4/23㈮

無　料
※土曜日は12:00から、日・祝

休み

現代美術センターCCA北九州
093（695）3691

若松区ひびきの2-5  学術研究都市　 093（695）3691　 10:00～17:00（展覧会開催時のみ）
市営バス「学研都市ひびきの」徒歩3分　 年末年始現代美術センター CCA北九州 

八幡東区桃園3-1-5　 093（671）4566　 9:00～17:00（入館は閉館30分前まで）
「市立児童文化科学館前」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始北九州市立児童文化科学館 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
大
集

会
室

春の子ども文化劇場
子ども向けの歌遊びや影絵などを行います 4/18㈰ 14:00～

14:50
無　料

※先着50名

児童文化科学館
093（671）4566

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

屋
上

星の観望の夕べ 障
プラネタリウム観覧後、春の星空を望遠鏡で観察します 4/24㈯ 19:30～

21:00

大人 ￥150
中高生 ￥100
小学生 ￥ 70

※中学生以下は保護者の参加
が必要

※先着50名、4/10㈯から電
話受付開始

八幡東区西本町1-20-2　 093（661）9130　 10:00～18:00
「八幡駅」徒歩5分　 年末年始北九州市立旧百三十銀行ギャラリー 

イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先
第2回クリニカルパステルアート展
主催：クリニカルアートFukui 3/30㈫～4/4㈰ 無　料

※4/4㈰は15:00まで
クリニカルアートFukui

090（9482）8609



かるかる 4月号の《再校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

3月15日（月）12:00 までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※3月16日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

4 月

5 2021.  Aprilかるかる

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

八幡西区岸の浦2-1-1　 093（621）4566　 9:00～22:00
「黒崎駅」徒歩10分　 （筑豊電鉄）「黒崎駅前」徒歩10分　 「熊手四ツ角」徒歩1分
北九州都市高速「黒崎IC」5分　 年末年始

黒崎ひびしんホール
（北九州市立黒崎文化ホール）　  

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

第59回北九州芸術祭
第47回剣詩舞邦楽大会 4/4㈰ 11:30 無　料 北九州剣詩舞邦楽大会

080（6446）6575【中司】

東アジア文化都市北九州2020▶21パートナーシップ事業
箏ルネッサンス北九州コンサート～アジアの人々と共に～ 4/11㈰ 14:00

一般 ￥2500
大学生以下 ￥2000

※当日一般￥500増

NPO法人和楽啓明
093（641）5587【東島】

第223回北九州市民寄席「春風亭昇太独演会」 4/18㈰ 14:00 一般 ￥4100
会員 ￥3300

NPO法人古典落語を守る会
080（2024）4774

北九州交響吹奏楽団　第66回定期演奏会 4/25㈰ 15:00
一般 ￥800

高校生以下無料
※当日￥200増

北九州交響吹奏楽団
090（3416）4181【杉名】

中
ホ
ー
ル

橘家門朗改メ橘家文太二ツ目昇進記念落語会
～第5回北九州つながり寄席～　披露口上あり 4/4㈰ 14:00

一般 ￥3000
平成生まれ（要証明） ￥2000

大学生以下 ￥ 500
※全席自由

つながり寄席
090（4222）8881【天野】

時代を超えて愛される二人の国民画家　東山魁夷と平山郁夫展 4/23㈮
～25㈰

10:00～
18:00

無　料
※4/25㈰は17:00まで

（株）WAO！
0120（00）1286

八幡西区黒崎3-15-3コムシティ3F　 093（644）5206　 9:00～19:00（入館は閉館30分前まで）※企画展により異なる　
「黒崎駅」徒歩1分　 年末年始および館内整理日北九州市立美術館 黒崎市民ギャラリー 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先

全
展
示
室

第59回北九州芸術祭
①日本画（3/30～4/4） ②水墨画（4/5～11） ③表装（4/13～18） ④染織（4/20～25）

3/30㈫～
4/25㈰

9:30～
17:30

無　料
※①の4/4㈰は16:00まで
※②の4/5㈪は13:00から、

11㈰は16:00まで
※③の4/18㈰は17:00まで
※④の4/25㈰は16:00まで

北九州文化連盟
093（682）1591

八幡東区東田2-4-1　 093（681）1011　 9:00～17:00（入館は閉館30分前まで）、
Web事前予約が必要　 「スペースワールド駅」徒歩5分　 「いのちのたび博物館」徒歩1分

年末年始、6月下旬頃（約1週間）　 大型30台、普通300台（有料）　北九州市立いのちのたび博物館（自然史・歴史博物館） 
イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

春の特別展「わたしたち『収蔵庫』にいるんです～あつめる まもる つなげる～」 障
博物館の心臓部『収蔵庫』の役割を紹介し、貴重な保管資料を期間限定公開 3/6㈯～4/4㈰

大人 ￥300
高大生 ￥200
小中生 ￥100

※常設展は別途料金が必要
※常設展とのセット券あり

いのちのたび博物館
093（681）1011

「山本作兵衛コレクション 交流キャラバン展」 障
田川市が所蔵する「世界の記憶」作品の原画などを特別公開 3/16㈫～4/18㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

「世界遺産ビジターセンター」開設 障
8エリア・23資産で構成される世界遺産「明治日本の産業革命遺産」を紹介 3/16㈫～R4.3/31㈭

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

企画展「北九州・産業都市の軌跡」 障
北九州市が産業都市から環境未来都市へと転換する軌跡について紹介します 4/29㈭・㈷～5/30㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

※第1会場：いのちのたび博物館
　第2会場：北九州市環境ミュー

ジアム
　第3会場：旧鶴屋本店（八幡東

区中央町）

北九州未来創造芸術祭　ART for SDGs 障
落合陽一氏によるデジタル技術と博物館の収蔵品を掛け合わせた作品の展示 4/29㈭・㈷～5/30㈰

要常設展観覧料
大人 ￥600

高大生 ￥360
小中生 ￥240

歴史探訪「北九州の文化財を歩く[長野城]」
北九州最大級の中世山城、長野城に登ります 4/18㈰ 10:00

保険代 ￥50
※対象：低山（200m級）に登

山することが可能な方、小
学生以下は保護者の参加が
必要

※要事前申込、定員10名（抽
選）、4/4㈰締め切り　

※会場：小倉南区長野

室内講座「動物命名の世界を知ろう」
生き物に名付けられている「学名」の、名付け方やその意味を学びます 4/24㈯　10:00

無　料
※対象：中学生以上　
※要事前申込、定員27名（抽

選）、4/10㈯締め切り

室内講座「近世文書読み方講座」
江戸時代の古文書を解読しながら北九州の歴史を学ぶ実践的な講座です

4/28㈬～
R4.3/23㈬ 14:30

資料代 ￥600
（全12回分）

※原則として毎月第4水曜日
に開催

※要事前申込、定員50名（抽
選）、R3.3/24㈬締め切り



かるかる 4月号の《念校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

3月18日（木）PM までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

3月18日（木）PM までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※3月16日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

障害者手帳減免があります

4 月

6

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください

八幡西区黒崎3-15-3　 093（641）9360　 9:00～22:00　
「黒崎駅」徒歩1分　 「黒崎IC」約6分　 年末年始八幡西生涯学習総合センター 

イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB
音楽のある街づくり　ミニコンサート
毎月第２土曜日に、ジャズやボサノバなどを演奏するミニコンサートを実施

4/10㈯ 12:00～
13:00 無　料 北九州JAZZ BOSSA-NOVA CLUB

093（671）0411【石橋】

八幡西区黒崎3-15-3コムシティ7F　 093（642）5555　 10:00～19:00
「黒崎駅」徒歩1分　 「黒崎バスセンター」徒歩1分　 4/7、21北九州市立子どもの館 

会場 イベント 期　間 時　間 入　場　料 問合せ先
イ
ベ
ン
ト

ひ
ろ
ば

ペンスタンド作り
オリジナルのペンスタンドを作って新学期を迎えましょう♪ 4/4㈰ 13:00～

15:30
材料費 1個 ￥300

※先着50個
北九州市立子どもの館

093（642）5555

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

こ
や
の
せ
座

こまのたけちゃんあそぶあそび 4/4㈰　 14:00 ￥1000 北九州子ども劇場
080（3324）2745

三代目藤ひろし自主公演『ひろしプロジェクトvol.9』 4/10㈯　
12:00

￥3500 080（8830）0730【松岡】
17:30

八幡西区木屋瀬3-16-26　 093（619）1149　 9:00～17:30（入館は17:00まで）
九州自動車道「八幡IC」、北九州都市高速「馬場山ランプ」約10分　 「筑前植木駅」徒歩15分

（筑豊電鉄）「木屋瀬駅」徒歩5分　 月曜日（祝日の場合は翌日休館）、年末年始北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館 

■ 北九州市立美術館アネックス休館のお知らせ
　北九州市立美術館アネックスは平成30年3月まで休館しています。

戸畑区西鞘ヶ谷町21-1　 093（882）7777　 9:30～17:30（入館は閉館30分前まで）　
「北九州市立美術館」徒歩1分　 210台　 月曜日（祝日・振替休日の場合翌日休館）、年末年始北九州市立美術館本館 

会場 イベント 期　間（時間は上記） 入　場　料 問合せ先

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室

コレクション展Ⅲ　特集　野見山暁治 障
油彩や水墨画から100歳を迎えた野見山暁治の画業を振り返る 2/20㈯～4/11㈰

一般 ￥300
高大生 ￥200
小中生 ￥100

※20名以上の団体料金
　一般 ￥240　高大生 ￥160　
　小中生 ￥80

北九州市立美術館
093（882）7777

コレクション展Ⅰ　ハロー！ミュージアム！ 障
同時開催　ART for SDGs 4/29㈭・㈷～7/11㈰

一般 ￥300
高大生 ￥200
小中生 ￥100

※20名以上の団体料金
　一般 ￥240　高大生 ￥160　
　小中生 ￥80

企
画
展
示
室

再興第105回　院展 障
日本美術院同人作家の新作、受賞作品、九州ゆかりの入選作品を含む62点を展示 4/21㈬～5/16㈰

一般 ￥1100
高大生 ￥ 600
小中生 ￥ 400

※20名以上の団体料金
　一般 ￥900　高大生 ￥400　
　小中生 ￥300

企
画
展
示
室
・

ア
ネ
ッ
ク
ス
市
民

ギ
ャ
ラ
リ
ー

第59回北九州芸術祭
①洋画・彫刻（3/30～4/4） ②写真・陶芸・水彩画（4/6～11） ③書道（4/13～18） 3/30㈫～4/18㈰

無　料
※②写真は10:00から、水彩

画の4/11㈰は16:00まで
※③の4/18㈰は17:00まで

北九州文化連盟
093（682）1591

戸畑区汐井町1-6　 093（871）7200　 9:00～22:00
「戸畑駅」徒歩1分　 「戸畑駅」徒歩1分　 年末年始戸畑市民会館（ウェルとばた内） 

会場 イベント 期　間 開　演 入　場　料 問合せ先

大
ホ
ー
ル

ポルトガルギター＆マンドリンデュオ“マリオネット”コンサート 障
ポルトガルギターとマンドリンデュオによる時空を超えたノスタルジア 4/16㈮ 19:00

一般 ￥4000
U-25席 ￥2000

※対象：小学生以上　
※全席指定
※U-25席は労音事務局のみ

取り扱い

北九州労音
093（571）0227

第59回北九州芸術祭　邦舞の会 4/18㈰ 11:00 一般 ￥2000 北九州文化連盟
093（383）9256【花柳】

北九州芸術祭　三曲演奏会
箏・三絃・尺八による、日本伝統の古曲・新曲の演奏会です 4/29㈭・㈷ 11:00 一般 ￥1000

※対象：小学生以上
北九州三曲協会
0979（82）4103

中
ホ
ー
ル

おしゃれコンサート
ピアノ演奏のほか、馬頭琴演奏・ピアノとのコラボ。お楽しみに 4/10㈯ 15:00 一般 ￥1000 ピアノ演奏グループ「未来」

090（3013）5583【田中】

映画「時の行路」上映会 4/16㈮ 11:00 一般 ￥1200
※当日￥300増

九州共同映画社
092（741）711214:00

矢持真希子ピアノリサイタル
ショパン：バラード第1番　シューマン：幻想曲など 4/17㈯ 14:00 一般 ￥2500 矢持真希子後援会

090（3548）6272【矢持】

THE CONCERT OF LITTLE PIANISTS -27 4/25㈰ 12:20 無　料 うめざき あき ピアノ教室
090（7926）4787【梅﨑】

上方オペラ工房「蝶々夫人」北九州公演
長崎が舞台の有名オペラ。関西で活躍中の歌手陣が送る感涙必至の悲恋物語 4/29㈭・㈷ 14:00 一般 ￥3000

※対象：小学生以上
月乃歌倶楽部

050（5277）2431【鈴木】



この 4月号イベントカレンダーは PDFのみの作成です。情報誌（冊子）はございません。
次回の情報誌（冊子）発行は 5月（5・6月号）です。

Facebookページ  更新中！
メディアサイト『CulCul・かるかる』の更新情況や
タイムリーなトピックをお届けします‼
Facebookにアクセス「CulCul・かるかる」で検索☜

北九州市文化芸術メディアサイト

CulCul・かるかる
●主なコンテンツ
・『CulCul・かるかる』最新号の記事
・イベント情報 ・イベントカレンダー
・文化施設案内 ・かるかるバックナンバー
・関連リンク　ほか

ウェブで情報発信中！

http://www.kitakyushu-culcul.jp
スマホ・パソコンから

東アジア文化都市北九州2020▶21交流式典

お問合せ　北九州市市民文化スポーツ局東アジア文化都市推進室　TEL 093(582)2390

北九州市（日本）、紹興市・敦煌市（中国）、順天市（韓国）との交流を記念して
「東アジア文化都市北九州2020▶21」の交流式典を開催します

◆日時：�６月６日（日）14:00開演（開場13:00）

◆会場：�北九州芸術劇場大ホール（小倉北区室町1-1-1-11�リバーウォーク北九州6階）

◆料金：�入場無料

◆申し込み：定員1000人　事前申込制�
　　　　　　（インターネット、郵送、FAX）�
　　　　　　※応募多数の場合は抽選�
　　　　　　※�詳細は東アジア文化都市北九州公式�

ホームページをご確認ください
　申し込み期間���3月15日（月）～4月20日（火）必着

◆プログラム
・オープニング公演
独唱　「小さな空」「翼」
≪出演≫大西ゆか（ソプラノ）

永野栄子（ピアノ）
・主催者・各開催都市挨拶
・文化交流公演（日本・中国・韓国による各公演）
日本公演（北九州市）新作日本舞踊「門司春秋」
≪出演≫藤間蘭黄（日本舞踊家）

山村友五郎（上方舞・日本舞踊家）
長唄囃子青年楽団清響会

※�新型コロナウイルス感染症の状況によってプログラムが変更となる場合があります

藤間蘭黄 山村友五郎
撮影：篠山紀信

申し込みは
こちら→

かるかる 4月号の《再校》原稿の送付   返信先　 FAX 093-562-3029
メール m-okaguchi@kicpac.jp

(公財)北九州市芸術文化振興財団　かるかる担当：岡口
TEL 093-562-2520　

※以下の掲載内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
※修正、追加などの変更はFAXまたはメールでご返送ください。（修正がない場合でもその旨メールか下記の □修正なし にチェックしてご返送ください。）
※施設詳細（アクセス方法・バス停名・休館日など）に変更がある場合も必ずFAX・メールにてご返送ください。
※誤植を防ぐため、主催者様への確認はできる限り文書にて行っていただきますようお願いいたします。

　 以下の内容について　
　 □ 修正あり　　□ 修正なし

3月15日（月）12:00 までにご回答ください。
校了日は3月16日（火）です。

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　 音楽　 美術・展示　 映像・その他催し
※3月16日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

ジャンルごとに色分けして表記しています

演劇・舞踊　  音楽　   美術・展示　  映像・その他催し
※3月16日現在の情報です
※催しは内容など変更になる場合がございます
　必ず各問合せ先または施設へご確認ください

障害者手帳減免があります

4 月

7 2021.  Aprilかるかる
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■編集・制作／（公財）北九州市芸術文化振興財団　総務経営課　〒 803-0812 北九州市小倉北区室町 1－1－1－11－5F
　TEL:093（562）2520　FAX:093（562）3029　E-mail:culcul@kicpac.jp　北九州市印刷物登録番号 第2009011A号

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館や、催しの中止・延期となる場合がございます
最新の情報は各施設のホームページをご確認ください


